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新宿区役所本庁舎・第１分庁舎・第２分庁舎の代表電話は ☎03（3２09）１１１１、新宿区ホームページは ㋭ http://www.city.shinjuku.lg.jp/ です。 自転車での加害事故による高額賠償事例が増えています。万が一に備え、自転車の傷害保険・賠償責任保険等に加入しましょう。補償内容等詳しくは、各損害保険会社へ。

子ども未来基金助成活動報告会

【日時】2月5日㈬午後6時～8時
【内容】子ども食堂等の活動報告ほか
【会場・申込み】当日直接、牛込簞笥地域セ
ンター（簞笥町簞笥町簞 15）へ。託児はありません。

【問合せ】子ども家庭課企画係（本庁舎
2階）☎（5273）4261へ。

ハンドシャドウショー＆　　　　　　　

ワークショップ 

【日時】2月8日㈯午後1時～3時
【会場】落合三世代交流サロン（西落合
1―31―24）

【対象】小学生のお子さんと保護者、20組
【出演】劇団かかし座
【申込み】1月28日㈫から電話または直
接、西落合図書館（西落合4―13―17）
☎（3954）4373へ。先着順。

こども映画上映会 

【日時】2月11日㈷午前10時～11時30
分（午前9時開場）

【対象】小学生までのお子さんと保護
者、20名

【上映作品】「ガリバー旅行記」（1939
年。日本語吹き替え）

【会場・申込み】当日直接、鶴巻図書館
（早稲田鶴巻町521）☎（3208）2431へ。
先着順。

中国語と日本語のおはなし会 

【日時】2月11日㈷午後3時～3時45分
【内容】絵本の読み聞かせ
【協力】京進ランゲージアカデミー

【会場・申込み】当日直接、こども図書館
（ 大 久 保3―1―1、中 央 図 書 館 内 ）
☎（3364）1421へ。

絵本ライブ

【日時】2月15日㈯午後2時～3時30分
【会場】落合第一地域センター（下落合
4―6―7）

【対象】小学生までのお子さんと保護
者、80名

【内容】パントマイムと創作楽器の演奏
を交えた読み語り（講師は北島剛毅・
高橋徹／絵本作家）

【申込み】1月27日㈪から電話または直
接、下 落 合 図 書 館（ 下 落 合1―9―8）
☎（3368）6100へ。先着順。

しんじゅく・キッズミュージアム

● 区連携事業
　ダンス・和太鼓・劇など、新宿で活躍
する子どもたちの文化祭です。

【日時】2月16日㈰午後1時～4時（午後
0時30分開場）

【会場・申込み】当日直接、牛込簞笥区民
ホール（簞笥町15）へ。

【主催・問合せ】同実行委員会運営事務
局（NPO法人あそびと文化のNPO新
宿子ども劇場内）☎（5261）8696へ。

親子で学ぶパソコンを使わない

プログラミング教室

● 絵本「ルビィのぼうけん」で
　プログラミング思考を身に付けよう 

【日時】2月24日㉁午後2時～3時
【対象】5歳~小学3年生のお子さんと
保護者、10組

【会場・申込み】1月27日㈪から電話ま
たは直接、下落合図書館（下落合1―9

―8）☎（3368）6100へ。先着順。

発達支援地域講演会

● 困った行動には理由がある
【日時】2月29日㈯午前10時～12時
【会場】子ども総合センター（新宿7―3
―29）

【対象】区内在住・在勤の方、50名
【内容】発達障害のあるお子さんへの支
援（講師は小野里美帆／文教大学教育
学部教授）

【申込み】1月27日㈪から電話で子ども
家庭支援課発達支援係☎（3232）0679
へ。先着順。託児あり（2歳～就学前の
お子さん、先着10名、要予約）。

家庭教育支援セミナー

● 子どもをインターネット・SNSの
　危険から守るために

【日時】3月14日㈯午前10時～12時
【会場】区立教育センター（大久保3―1―2）
【対象】小・中学生の保護者ほか、80名
【申込み】1月29日㈬~3月7日㈯に電話
かファックス（3面記入例のとおり記
入）で教育支援課地域連携・家庭教育推
進 係 ☎（3232）1078・㋫（3232）1079
へ。先着順。託児・手話通訳・多言語通訳
あり（託児（先着6名）・手話通訳は3月2
日㈪までに、多言語通訳は2月21日㈮
までに要予約）。

おりがみで おべんとうをつくろう 

【日時】2月2日～23日の日曜日午前11
時～11時45分、全4回

【対象】小学2年生まで（未就学児は保
護者同伴）

【会場・申込み】当日直接、鶴巻図書館
（早稲田鶴巻町521）☎（3208）2431へ。

定期利用保育は、保護者のパートタイム勤務などで複数月
継続して保育を必要とする（原則として利用希望月初日に就
労先が決まっている）場合に利用できます。

定期利用保育には、「専用室型定期利用保育」と4・5歳児の
定員・保育室に余裕がある保育園・子ども園で実施する「空き
保育室型定期利用保育」があります。

【募集園】下表のとおり。保育時間は、午前8時30分～午後5時
のうち、就労・通勤に必要な時間（延長保育はありません）

【申し込みに必要な書類】▶定期利用保育利用申込書、▶保育
の必要性を確認できる書類（就労証明書等）、▶平成31年1月
2日以降に新宿区に転入された方は令和元年度住民税課税

（非課税）証明書
【申込書等の配布】保育課入園・認定係、令和2年度定期利用
実施園で配布しているほか、新宿区ホームページからも取り
出せます。

【申込み】事前に必ず来庁日時（2月25日㈫～3月3日㈫）を電話
予約の上、申込書等を保育課入園・認定係（〒160-8484歌舞伎
町1―4―1、本庁舎2階）☎（5273）4527へ直接、お持ちくださ
い（認可保育園等の4月入園申し込みをしている方は、郵送で
も受け付けます）。各園・特別出張所では申し込めません。保育
の必要性の程度（指数等）や空き状況に応じて利用調整を行
い、利用者を決定し、結果は3月12日㈭以降にお知らせしま
す。
※認可保育園等の入園申し込みをしていない方が定期利用
保育の利用内定をした場合は、教育・保育給付認定申請をす
る必要があります。内定後、認定申請書類をお送りしますの
で、利用開始月の前月までに提出してください。

講座「音楽を味わいながらビジ

ネスの極意を学ぼう」

【日時】2月9日㈰午後3時～
5時（午後2時40分開場）

【内容】クラウドファンディ
ング・起業・いじめ問題・ミュージカル活
動についての講演（講師は山﨑聡一郎／

「こども六法」著者・写真）
【会場・申込み】当日直接、中央図書館
（ 大 久 保3―1―1）☎（3364）1421へ。
先 着70名（ 午 後2時 か ら 整 理 券 を 配
布）。

水曜上映会

【日時】2月12日㈬午後2時から（午後1
時40分開場）

【上映作品】「銀二貫②」（2時間8分）
【会場・申込み】当日直接、新宿コズミッ
クセンター8階プラネタリウム（大久
保3―1―2）へ。先着80名。

【問合せ】中央図書館☎（3364）1421
へ。

講座「やさしい日本語の本を

読んでみませんか」

【日時】2月14日㈮午後2時～4時
【会場】大久保地域センター（大久保2
―12―7）

【対象】日本語が母語でない方、25名
（ひらがなが少し読めれば参加可）
【協力】NPO多言語多読
【申込み】1月27日㈪から電話または直
接、大久保図書館（大久保2―12―7）
☎（3209）3812へ。先着順。

北新宿朗読会～早春

【日時】2月15日㈯午後2時～3時30分
【会場】北新宿生涯学習館（北新宿3―
20―2）

【朗読】NPO日本朗読文化協会
【申込み】1月27日㈪から電話または直
接、北新宿図書館（北新宿3―20―2）
☎（3365）4755へ。先着30名。

講座「物語の主人公と一緒に

新宿の街を歩こう」

【日時】2月16日㈰午後2時～4時
【内容】新宿を舞台にした、中高生に
も人気の小説を通して、小説の新し
い楽しみ方を紹介（講師は堀越正光
／東邦大学付属東邦中学校・高等学
校教諭）

【会場・申込み】当日直接、中央図書館
（ 大 久 保3―1―1）☎（3364）1421へ。
先着40名。

下落合アカデミアンナイト

● 毎日の暮らしを心地よく過ごすため
のアロマワークショップ

【日時】2月21日㈮午後7時～8時30分
【対象】20歳以上、20名
【内容】アロマの基礎知識講座とアロマ
ルームスプレー作り

【協力】Air Aroma Japan㈱
【会場・申込み】1月27日㈪から電話ま
たは直接、下落合図書館（下落合1―9
―8）☎（3368）6100へ。先着順。

講座「思考力を育てる

『哲学対話』」

● 親こそ学ぼう 考える力
【日時】2月22日㈯午前10時～12時

【講師】梶谷真司／東京大学大学院教授
【共催】新宿区家庭教育グループ連絡会
【会場・申込み】1月27日㈪から電話か
ファックス（3面記入例のとおり記入）
で男女共同参画推進センター（ウィ
ズ 新 宿、荒 木 町16）☎（3341）0801

（日曜日、祝日を除く）・㋫（3341）0740
へ。先着30名。

和と輪の会

● 新宿区東京2020オリンピック・
　パラリンピック区民参画事業

【日時】2月23日㈷午前10時～午後3時
【会場】新宿御苑内茶室「楽羽亭」（内藤
町11、新宿御苑入園料は各自負担）

【内容】①抹茶の体験、②和菓子作りの
実演や生け花の鑑賞

【申込み】①は1月27日㈪から電話か
電子メール（3面記入例のとおり記入）
で新宿区花道茶道協会☎090（8777）
8158（多田、午前9時～午後6時）・
㋱harajiyuku@drive.ocn.ne.jp（稲川）
へ。先 着50名。② は 当 日 直 接、会 場
へ。

講座「どうする？地震が来たら」

● 女性や多様性に配慮した
　避難所運営

【日時】2月29日㈯午後1時30分～4時
30分

【対象】区内在住・在勤・在学の方、30名
【内容】避難所運営に関する講義と避難
所運営ゲーム（HUG）のワークショッ
プ（講師は村上正浩／工学院大学教授
ほか）

【共催】新宿ユネスコ協会
【会場・申込み】1月27日㈪から電話か
ファックス（3面記入例のとおり記入）

で男女共同参画推進センター（ウィズ
新宿、荒木町16）☎（3341）0801（日曜
日、祝日等を除く）・㋫（3341）0740へ。
先着順。

箱根山駅伝大会2020

● 新宿区東京2020オリン
ピック・パラリンピッ
ク区民参画事業

【日時】3月8日㈰正午～午後3時30分
（小雨実施）
【コース】東戸山小学校スタート・ゴー
ルで戸山公園内の箱根山を周回（1周
約1,200m）

【対象】区内在住・在勤・在学の方5名
で編成するチーム、▶一般参加の部…
40チーム、▶小学生の部…20チーム、
▶若松地区町会自治会の部…16チー
ム

【 費 用 】一 般 参 加 の 部 の み1チ ー ム
3,000円

【申込み】所定の申込書を1月27日㈪
～2月7日㈮午後4時に若松町特別出
張所（若松町12―6）へ直接、お持ちく
ださい。応募者多数の場合は抽選。申
込書・募集要項は同出張所で配布する
ほか、新宿区ホームページから取り出
せます。

【問合せ】同大会実行委員会（若松町特
別出張所内）☎（3202）1361へ。

区軟式野球連盟の

登録・審判講習会

● 登録
　現在、登録しているチームは更新

が必要です。更新登録が165チーム
に満たない場合は、区内在住・在勤・
在学の方9名～100名で構成する新
規に受け付けたチームから抽選で補
充します。
　令和2年度同連盟第1回大会（兼）区
民大会の参加申し込みも受け付けま
す。

【日時】2月8日㈯午後5時～7時（新規
チームの受け付けは午後6時から）

【費用】1チーム2,000円（年間登録料）、
1名700円（都軟式野球連盟年間納付
金）
※大会に参加する場合は別途、1大会
に付き1チーム14,000円

【会場・申込み】費用と登録申込書3枚
をお持ちの上、当日直接、新宿スポーツ
センター（大久保3―5―1）へ。登録申
込書は、東京都軟式野球連盟のホーム
ペ ー ジ（㋭http://www.tnbb.or.jp/）
から取り出せます。
※登録したチームを対象に、2月22日
㈯午後5時30分から（午後5時開場）同
センターで区軟式野球連盟総会・代表
者会議を開催します。
● 審判講習会

【日時】2月16日㈰午前9時～午後3時
（雨天中止）
【対象】区内在住・在勤・在学の16歳以
上、70名

【会場・申込み】当日直接、西戸山公園
野球場（百人町4―1）へ。昼食をお持
ちの上、運動できる服装でおいでくだ
さい。

………＜以下共通＞………
【問合せ】同連盟・金子☎090（8348）
1692へ。

定期利用保育
令和2年度の

利用児利用児
を募集

空き保育室型定期利用保育実施園（所在地）
（満1歳以上のお子さんが対象※） 電話番号

あい保育園落合（上落合1―5―2、羽場ビル） （6908）7381

アスク北新宿保育園（北新宿2―4―11） （5338）2511

グローバルキッズ神楽坂園
（神楽坂4―8、神楽坂プラザビル1階） （3269）8011

小学館アカデミー飯田橋ガーデン保育園
（新小川町4―11） （5206）3722

ほっぺるランド上落合（上落合1―15―13） （6908）8415

認定こども園新宿ベアーズ
（西新宿5―25―11、エイジーエス西新宿ビル1・3階） （6276）5431

★(仮称)にじいろ保育園西早稲田
（西早稲田1―2―2）

開園準備室
（6431）9729

(仮称)ぴっころきっず西早稲田
（西早稲田3―9―14） （3209）2267

(仮称)フロンティアキッズ曙橋分園
（河田町3―16） （6273）0886

☆(仮称)にじいろ保育園四ツ谷（四谷1―6―5） 開園準備室
（6431）9729

※満1歳で離乳食が完了しているお子さんは、特例1歳児として1歳児
クラスのある実施園に申し込みができます。
★4月開設予定園（電話番号は運営事業者の番号）
☆�6月開設予定園（電話番号は運営事業者の番号）

　授業中は必ず指導員の指示に従って
ください。

【期間】4月～令和3年3月（いずれのクラ
スもプールの休業日・区事業開催日・7
月16日㈭～8月31日㈪を除く）

【クラス・時間・対象】医師から運動を禁
止されておらず、団体行動ができる方

（下表のとおり）
【会場】新宿コズミックセンター（大久保
3―1―2）

【費用（年額）】▶月曜日…26,600円、

▶火曜日…34,200円、▶水曜日…38,000
円（いずれも保険料を含む）。前期分は2
月、後期分は8月に振り込みで支払い

【申込み】はがきに3面記入例のほか希望
クラス（第2希望まで）、性別・生年月日・年
齢（学年）を記入し、1月31日（必着）までに
新宿区水泳連盟（〒169-8799新宿北郵便
局留）☎090（4020）9810（午後7時～9時）
へ。応募者多数の場合は抽選。同連盟ホー
ムページ（㋭http://www.shinjyukuswim.㋭http://www.shinjyukuswim.㋭

com/）でもご案内しています。
クラス 対象 定員 時間

月
曜
日

S1 初心者 初めて水に入る方から 20
午前9時20分～10時25分W1水中ウオーキング

1人で歩行・衣服の着脱ができる方
25

W2水中ウオーキング 50 午前10時30分～11時35分
S2 初級・中級 クロールで15m泳げる方から 40 午前11時40分~午後0時45分

火
曜
日

S3 中級 3泳法を25m以上泳げる方 30 午前9時20分~10時25分
W3水中ウオーキング 1人で歩行・衣服の着脱ができる方 35 午前10時30分~11時35分
S4 初心者~中級 初めて水に入る方から3泳法習得 30 午前11時40分~午後0時45分

水
曜
日

S5 中級・上級 3泳法を25m以上泳げる方から資
格習得を目指す方 40 午前9時20分~10時25分

S6 初級・中級 クロールで15m泳げる方から 40 午前10時35分~11時40分
S7 ゆっくり 65歳以上でゆっくり泳ぎたい方 40 午前11時50分~午後0時55分
S8 初心者~中級 初めて水に入る方から3泳法習得 40 午後1時5分~2時10分

SC 幼児（3歳児） 4月1日現在3歳で、おむつの取れ
たお子さん 15 午後2時~2時55分

W4水中ウオーキング 1人で歩行・衣服の着脱ができる方 35 午後2時20分~3時25分
K1 幼児（4歳児～） 4月1日現在4歳以上の未就学児 40 午後3時~3時55分
K2小学生（1~3年生）初めて水に入る方から4泳法習得 60 午後4時~4時55分
K3小学生（4~6年生）初めて水に入る方から4泳法習得 60 午後5時~6時
S9 初心者～（中学生
~） 初めて水に入る方から4泳法習得 40 午後6時5分~7時10分

S10 中級 3泳法を25m以上泳げる方 40 午後7時15分~8時20分

S11 上級 個人メドレーを泳げる方（飛び込
み練習あり） 40 午後8時30分~9時35分

水泳・水中ウオーキング教室

協働推進基金にご協力いただくと、税制上
の優遇措置（寄附金控除）が受けられます。寄
附の方法等詳しくは、お問い合わせください。

【問合せ】地域コミュニティ課管理係（本
庁舎1階）☎（5273）3872へ。

4月1日～11月29日に、次の方々から寄
附がありました。ご協力ありがとうござ
いました。

【寄附者・金額】▶匿名…10万円、▶一円
平和日互憐共生会会長小松建命…111
円、▶福島久男…3万円、▶東京新宿ロー
タリークラブ会長武田哲一…25万円

【日時】2月15日㈯午後1時
30分～4時（午後1時開場）

【内容】▶四谷第六小学校
による合唱とコカリナ演
奏、▶ワーク・ライフ・バラ
ンス推進優良企業表彰、▶講演（講師は
小堀鷗一郎／訪問診療医・写真）

【会場・申込み】当日直接、四谷区民ホール
（内藤町87）へ。先着450名。
【問合せ】男女共同参画課（荒木町16、ウ
ィズ新宿内）☎（3341）0801へ。託児・手
話通訳あり（託児は2歳～未就学児。1月
31日㈮までに電話予約）。

● コミュニティカフェ「こみちをぬけて」
　だれもが利用できる居場所をコミュ
ニティカフェとして開放しています。

【日時】2月23日㈷・3月22日㈰午前11時
～午後4時。2月23日㈷は「栄養士さんに
学ぶ、美味しくてちょっとためになる食
事」、3月22日㈰は「ちょっとの工夫で安
心・安全DIY」の催しを時間内で実施

【対象】区内在住の方、各日10名程度
【費用】各日500円（昼食代）、催しへの
参加は別途参加費が必要

【会場・申込み】電話か電子メール（3面記
入例のほか年齢・メールアドレス（お持ち
の方）を記入）でみんなのリビング葛が谷ング葛が谷ング

（西落合2―8―8― ―8―8 26）☎050（3632）3570・
㋱living.kuzugaya@gmail.comへ。

①ウオーキング講座
【日時・定員】2月18日㈫午前10時～12
時（20名）
②ささえーる歌声広場

【日時・定員】2月25日㈫午前10時～11
時30分（20名）
③魅力的な手元をつくる

ハンドトリートメント
【日時・定員】2月25日㈫午後2時～3時
（15名。1人15分程度）
【内容】早稲田美容専門学校の学生がハ
ンドトリートメント等を実施
④パソコン講座
　～ワードで表挿入ほか

【日時・定員】2月28日㈮午後1時30分
～3時（5名）
⑤ストレッチ3B（さんびー）体操

【日時・定員】2月28日㈮午後1時30分
～3時30分（20名）

【内容】3つの道具を使ったストレッチ
⑥無理なくできるバランスごはん

【日時・定員】2月18日㈫午前10時～午
後0時30分（6名）
⑦昼食を作って食べよう

【日時・定員】2月21日㈮午前9時30分
～午後0時30分（6名）
⑧男のおつまみ講座（男性対象）

【日時・定員】2月27日㈭午後2時～4時
30分（6名）

………＜①～⑧共通＞………
【対象】区内在住の方
【会場・申込み】2月4日㈫までに電話
または直接、同館（市谷薬王寺町51）
☎（3353）2333（土・日曜日を除く午
前9時～午後6時）へ。応募者多数の場
合は抽選。⑥～⑧は当日、400円（材料
費）・エプロン・三角巾をお持ちの上、
爪を切っておいでください。

ささえーる 薬王寺の催し

NPO主催NPO主催
イベントイベント

ご参加くださいご参加ください

～訪問医と共に考える

ささえあう

多くの命の物語

男女共同参画
フォーラム

寄附にご協力をお願いします

専用室型定期利用保育実施園（所在地）
（6か月以上のお子さんが対象） 電話番号

大木戸子ども園（四谷4―17） （3359）4212

おちごなかい子ども園・乳児園舎（中井1―8―12） （3361）1296

柏木子ども園・乳児園舎（北新宿2―3―7） （3369）1062

西新宿子ども園（西新宿4―35―5） （3377）9351

キッズガーデン新宿西落合
（西落合2―7―16、伊勢光ビル2・3階） （6908）1723

二葉南元保育園（南元町4） （3351）3819

★(仮称)ウィズブック保育園中落合
（中落合3―21―10）

開園準備室
（6265）4876

しんえい子ども園 もくもく（高田馬場4―36―12）（5332）5544

※水中ウオーキング（W1～W4）のクラスは腰痛予防に適しています。

協働推進基金
キャラクター

協働推進基金一般事業助成
区では、協働推進基金を活用し、NPO等

が実施する地域課題の解決に向けた事業
に助成しています。令和元年度の助成事業
を紹介します。詳しくは、団体へ直接、お問
い合わせください。
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